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自由意見

年代 地域 記述

35歳未満 坂井 自然災害も増え、くらし向きが悪くなっていく不安があります。

35歳未満 坂井 貧しくなる

35歳未満 坂井 もっと苦しくなると思う

35歳未満 坂井 準備している人としていない人の差が大きくなる

35歳未満 奥越 分からないけど不安です。

35歳未満 奥越 災害時のための備えはこれからしておこうと思っている。水害はいつ来るかわからないと思う。

35歳未満 奥越 どんどんくらしずらくなる

35歳未満 福井 幸福度が下がる。人にやさしくできなくなる。たくさん働くしかない。

35歳未満 福井 野菜は野菜でも、価格に安いものばかり購入すると思う。

35歳未満 福井 悪くなって苦しくなる一方

35歳未満 福井
自然災害が今まで以上に身近になりそうなので、それを念頭に置いてストックをしたり、対策をしたりすることが必
要になりそう。

35歳未満 福井
コロナの影響はずっと続いていくでしょうし、元通りはあり得ないと思う。良くなっていくことはないだろうなと思って
います。

35歳未満 福井
自己責任で、投資・貯金などしっかり考えていかないと、政府に期待はできない。自分は自分で守るという考えが
広まっていくと思います。

35歳未満 福井
個人でできる限りの備えをすることが必要だと感じていますが、子どものこれからの生活を考えると不安が大きい
です。

35歳未満 福井 給料が上がらない限り節約

35歳未満 丹南 これから円安や物価高騰が進むと思われるので、資産形成が必要になると思う。貧富の差が広がりそう。

35歳未満 丹南
自然災害は予測ができないので、多くおこらないことを祈りつつ万全の準備をしておこうと思う。子どもがいて、自
分の親も働いていて頼れないので、収入が安定するまでは不安。貯金できなさそう。子どもを犠牲にして働かざる
を得ないか・・・。子だくさんの夢があるが、制限しないと…と考えます。

35歳未満 丹南 ある程度は仕方ないが、今後まだ高等し続けるのであれば購入を控える等をすると思う。

35歳未満 丹南
最近は自然災害がどこでもある中で、 いつ自分にふりかかるか分からなくて不安。安心できるそんな場所がほし
い

35歳未満 敦賀 良くならず悪化していくと思う。

35歳未満 敦賀 それなりの生活を送るようになる。

35歳未満 小浜 物価高騰により、さらに財布の紐は固くなる。

35～45歳未満 坂井 より厳しくなると思う。食品以外を節約していくと思う。

35～45歳未満 坂井 収入が少ないのに物価が高くなり貯金ができない。会社では副業できない。生活が厳しい。

35～45歳未満 坂井 これからどんどん悪化していくと思う。

35～45歳未満 坂井 くらし向きがよくなることは考えられない。

35～45歳未満 坂井 良くはならないと思う

35～45歳未満 奥越 少しずつ貧しくなる もっと賃金が上がると嬉しい

35～45歳未満 奥越 暮らし向きはこのままでは悪くなる一方だと思う。

35～45歳未満 福井 これからどんどん悪くなると思います

35～45歳未満 福井 悪くなるとしか思えない。貧富の差が広がる。

35～45歳未満 福井 貧富の差が激しくなりそう

35～45歳未満 福井 良くなる（多分）

35～45歳未満 福井 自然災害はどうしようもないこと。人災をなくすように、心と生活を安定させることが大事だと思います。

35～45歳未満 福井 まだまだこの状況が続く、むしろ悪化することも考え、大きな変化が必要だと感じる。

35～45歳未満 福井 どんどん悪くなると思います。

35～45歳未満 福井 暮らし向きは悪くなると思われる？

35～45歳未満 福井 我が家では節約意識の高まりはあるが、暮らし自体は大きくかわることはないと思う。

35～45歳未満 福井 くらしむきは厳しくなる。

35～45歳未満 丹南 各自が工夫するか否かでくらし向きに差が出そうだと考えます。

35～45歳未満 丹南 物価上昇が急激なので先行き不安。コロナも終息せず、ますます良い状況になる要素は少ないと思う。

35～45歳未満 丹南
高いものは手が出ないのですが、買わないといけないもの（トイレットペーパーなど）は買わないとダメなので、ほし
いものは安く買うしかないのでモチベーションが下がる。

35～45歳未満 丹南 厳しくなると考えられる。

35～45歳未満 丹南 大変になるとは思うが、仕方がない。

35～45歳未満 丹南
食品やガソリン、光熱費の値上げは、高いなぁと思いながらも仕方がないので、気持ち節約していき、 しばらくす
ればそれが普通になると思う。 旬のものが高いと、あえて食べなくなるかも。秋刀魚も、しばらく食べてない。(わざ
わざ冷凍は食べたくないため)梨も高いし小ぶりなので、違う果物を買っている。

35～45歳未満 丹南 ギリギリの生活をしている家庭には、物価の上昇はとても厳しいです。

35～45歳未満 敦賀
戦争などの世界の情勢を含めて、これほどにまで生活に影響が及ぶのだとよく分かった。これからもまだまだ戦争
は続くと思うし、自然災害はひどくなる一方で、くらし向きは悪くなると思う。地産地消など、ある程度その地域で生
きていける体制を考えていかなくてはと思う。

35～45歳未満 敦賀
将来の見通しがあまり見えず、くらし向きをよくするのは無理だと思っています。せめて、「変わらない」であろうとし
がみついている状況です。また、ロシアのウクライナによる抗争などを思うと、日本、そして世界の安全・平和も不
安が募ります。
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35～45歳未満 小浜 なるべく生活は変えない

45～55歳未満 坂井 正直、将来もっともっと悪化すると思う。スーパーに物がならんでいるだけありがたいことだと思う今日この頃。

45～55歳未満 坂井 貧困家庭が日本でも増加し、学校給食の支払いや学納費などの延滞が増えていくと思います。

45～55歳未満 坂井
贅沢品などはあまり買わないが、身近な食品（地産地消など）に目を向けて、丁寧な暮らしになっていくと思う（とい
う希望）。

45～55歳未満 坂井 悪くなる一方だ。経済を、日本が有利になるよう（世界がうまくいくよう）調整が必要。

45～55歳未満 坂井 自然災害に関しては、いざという時の対策は必要だと思うので、自分なりに考えていきたいと思います。

45～55歳未満 坂井
地球環境の変化が、今後世界的な水資源・エネルギー・食料の不足を招き、資源のない、自給率の低い日本はど
うなるか不安。円安が進み国力の低下も不安。

45～55歳未満 坂井 不安でしかない。

45～55歳未満 坂井 これからますます悪くなる

45～55歳未満 坂井 コロナのこともあり、我慢続きなのもそろそろ限界です

45～55歳未満 坂井 欲しいものがすぐに手に入らない

45～55歳未満 坂井 我慢することが多くなる 買い控えが増え経済が悪化する

45～55歳未満 奥越
戦争とコロナが悪い 国費を使いすぎて借金ばかり増えていくので、日本の先行き不安です 年金も期待できない
ので個人で貯蓄を増やすしかない 結果経済が回らない

45～55歳未満 福井
自然災害、物価高騰、ロシアの戦争、コロナ、生活は悪化するばかりだと思います。子どもたちの未来が明るくな
るよう、何か良いことはないでしょうか。

45～55歳未満 福井 収入が減り支出が増える。娯楽にお金を回せない、くらし向きは悪くなる。

45～55歳未満 福井 収入増は見込めないので、支出を抑えるしかないと思っている。

45～55歳未満 福井
これから大雨や大雪などの自然災害がどんどん増えて、農業離れが進んでいくと思います。日本の自給自足は進
まず、円安で外国からの品物も高くなり、食料が大事に扱われるようになると思います。

45～55歳未満 福井 自然災害は、今後多くなるのではと考えています。くらし向きは、もっと厳しくなるだろうと思います。

45～55歳未満 福井 物価の高騰はしばらく続きそうなので、くらし向きもしばらくは下降していくのでは？

45～55歳未満 福井 日常の小さな楽しみを探していく。家計は、収入と支出のバランスが最悪になる。

45～55歳未満 福井 s滝が見えず不安。経済が回復してほしい。

45～55歳未満 福井
コロナや戦争が収束すればまた状況は変わると思うので、焦らず身の丈に合った生活をしていれば、くらし向きも
落ち着いてくると思います。

45～55歳未満 福井 下降線を辿る。いい事が、ない。

45～55歳未満 福井 一人ひとりが協力しあうことを忘れずに、安全に楽しく暮らしたい。

45～55歳未満 福井

自然災害は起きたことを教訓にインフラ整備を進めるべきかと。その為には税収入が増えないと出来ないと。雇用
を増やして消費を促す。国も企業のように収入が無ければ支出を見直すべきで、国会議員の給料を減らす、議員
数を減らす等やるべき。定年制にして若い力を反映してください。賃上げがされれば、貯蓄もするけど消費もする。
野菜、果物、食肉、魚介類、自然災害にやられてしまうと…値上げになってしまう。経済は繋がっているってことで
すね。

45～55歳未満 福井 災害にあってしまうと 家庭が成り立たなくなりそう  備えられるなら いろんなことに備えたいところ

45～55歳未満 福井 光熱費やガソリンの高騰のため　節約したい

45～55歳未満 福井 物価高騰は受け入れていくしかない。賃金の上昇は望めない。老後のことも心配だが考えすぎても解決しない。

45～55歳未満 丹南 昔の知恵を生かして工夫しながら生活に取り入れていく。

45～55歳未満 丹南 現実逃避ではないけれど、考えれば考えるほど不安になるので、考えないようにしている。

45～55歳未満 丹南 あまり考えても変わらないと思います。

45～55歳未満 丹南
年々影響が大きくなっており、いつまで今までのような生活ができるのか、お金の価値はどうなるのかと、悪い方
向に考えている。

45～55歳未満 丹南 自然災害が起きれば、今とは全く違う生活になってしまう。

45～55歳未満 丹南 悪くなる。

45～55歳未満 丹南 自然災害で家屋等が破損した時は生活が出来きなくなると心配になるから怖い。

45～55歳未満 丹南 暮らしが楽になる日はこないと思う。

45～55歳未満 丹南 段々暮らしに影響していき、将来的に暮らしにくい不景気な世の中になると思います。

45～55歳未満 敦賀 今より苦しくなると思う。

45～55歳未満 敦賀 これから自然災害が増えると思うので、他人のことと思わず、常に備えをしておこうと思います。

45～55歳未満 敦賀
国がっ災害にもっと対応してほしい。災害が起こってから対応しているようにしか見えない。起こる前からでも何か
はできると思う。

45～55歳未満 敦賀
収入が増えた仕事もあるようなので、減った飲食業などに援助をしてほしい。格差が広がらないようにと思いま
す。

45～55歳未満 敦賀 安い店を探し購入出来る物を買い 支払い（保険や税金）は変わらずで 貯蓄が減っていくのが目に見えてる

45～55歳未満 小浜
自然災害や天候不良により野菜や果物の価格が値上がりし、生活費が以前より高額になっているため、貯蓄に
回せる金額が減っていると感じている。想定よりも貯蓄が少なく、老後が心配になってきた。

45～55歳未満 小浜 自分にとって正しいお金の使い方が分かれば、今より苦しいくらし向きにならないこともあると思う。

45～55歳未満 小浜 貧富の差やいろいろな格差が増えると思う。種類も割合も

45～55歳未満 小浜
暮らしが改善されるには時間がかかると思いますが、せめてこれ以上悪くならないように願っています。国民全体
がもがいている中で、国のお金は平等に使ってもらえたら嬉しいです。

55～65歳未満 坂井 地域や町全体での協力がもっと必要になってくると思う。
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55～65歳未満 坂井
老後の年金生活が近づいてきて不安しかない。働けるうちは現状維持が可能と思われるが、働けなくなった後の
生活は苦しいと思う。

55～65歳未満 坂井
くらし向き、あまり良くなる要素がみつかりません。個人的には、年金生活者なので今の生活を変えずに暮らして
いけたらいいなと思っています。

55～65歳未満 坂井
地球温暖化がますます進んでいくだろう。異常気象も多くなり、収穫にも大きく影響するだろう。食糧難が来ること
も予想され、生活の質も下がると思う。

55～65歳未満 坂井
自然災害やコロナ禍、戦争など世界情勢が不安定で生活も悪くなっていると思います。景気回復のためになるこ
とがあれば、またくらし向きは良くなると思います。

55～65歳未満 坂井
自然災害は避けられないこと。防災グッズなどできるだけ備えておきたいとは思う。近年、想定外のことがいろいろ
起きているので、今後のくらしむきについてはどのようになるか不透明。全世界に同じことが言える。まずは平和と
地球を大切にすることを実行しないと、明るい未来は望めない。

55～65歳未満 坂井
毎年自然災害が起こっているので、野菜などは高くなるだろうなと思います。これからも、いろんなものが少しずつ
値上がりし、節約しなければならないことが増えていくのではないかと思います。

55～65歳未満 坂井
災害が出ると今以上に苦しくなり、もっとお金が回らなくなると思います。未来の子供たちへの給付金は出ますが、
年金生活の人は苦しい。健康な人は好いが、施設を利用している人達はギリギリ。若い人たちも収入が少ないた
めに生理用品すら買えない人がいる。先が見えない。自殺者が増えると思います。

55～65歳未満 坂井 一般的には悪くなると思います。

55～65歳未満 坂井 雇用の創出と賃金が上がらなければ、生活困窮者がさらに増える

55～65歳未満 奥越 良くならないかもしれないが、個人および社会、企業が工夫して活路を見出すことが生きる道。

55～65歳未満 奥越 それなりに皆が協力して進んでいくしか方法はないと思います。

55～65歳未満 奥越 何となくいつも不安が消えない感じで、くらしは良くならないと思います。

55～65歳未満 奥越
今までとは違う暮らし向きでやっていくように考え方を変えざるを得ない。今までの生活の質を100とすれば、80ぐ
らいのせいかつに変わっていく。

55～65歳未満 福井 先行き良くはならない

55～65歳未満 福井
原発再稼働すれば原油高騰の影響は抑えられる。この機会に社会が変わればいい。アメリカのように８，９％とい
うのでもない。まだ大騒ぎするほどじゃない。

55～65歳未満 福井 極端に変わることはない。ただ、今までのように「買えばよい」は考え直す。

55～65歳未満 福井 質素な生活が求められそう。

55～65歳未満 福井
自然災害は増えると思う。干ばつもあるかもしれないから、輸入ばかりじゃなくて、もっと国内産で消費できるよう
に、国は動くとよいかも。

55～65歳未満 福井
必要な物は買わなくてはならないものだけど、今までのように贅沢はできなくなると考える。良くなりません。しか
し、今までの収入の中で支出を抑えることができれば、従来の生活が可能だと思う。

55～65歳未満 福井
自然災害や物価高騰がSDGｓへの取り組みにマイナスの影響をもたらすと考えられます。持続可能な社会を作り
上げるために、くらしを豊かにしていくには政府の支援が必要不可欠であると考えます。

55～65歳未満 福井 あまり良くなるとは思えませんので、お金を使わないようになっていくかもしれません。

55～65歳未満 福井 もっと悪くなると思っている。

55～65歳未満 福井 異常気象などにより、だんだんと日常生活はしづらくなり苦しくなるのではと思います。

55～65歳未満 福井
いつ有事が来ても大丈夫なように、常に考えて生活している部分は7割ほどあります。（現金、ローリングストック、
特に水）水害にたいしても。物価高騰に対しては、竣の野菜をいかに余すことなく使うようにしてます。（それでも
余ったり腐ったりする）簡単な料理のレパートリーを増やすことも大切ですね。

55～65歳未満 福井
野菜や果物が自然災害で高くなっているが、減らすことはできないし、みんな購入はすると思うので、それなりに考
えて工夫して生活していく気がする。今までもずっとそうやって生活してきているので。情報が発達してきているの
で、情報を得て、その時その時にいいようにやっていけると思う。

55～65歳未満 福井
自然災害が大きくかかわってくるように思う。貧困との格差がますます広がるし、治安も悪化し、自身を守る行動を
していかなければいけない。

55～65歳未満 福井 ますます厳しくなると思います。

55～65歳未満 福井
実際災害に遭いましたが、必死でしかない生活で、今後も頑張るしかないのが現実です。くらし向きはきっと厳しい
だけです。

55～65歳未満 福井 価格上昇したまま下がらず、くらし向きは大変になると思います。

55～65歳未満 福井
地球温暖化が加速され、今後自然災害や環境変化も多くなる一方だと思う。それに伴い、生活が苦しくなっていく
ばかりだと思う。政府に今後の暮らしに安心感が持てるような政策をお願いしたいです。

55～65歳未満 福井 昔のくらしのよいところを見習って、自然や収入に見合うくらしを工夫しなければ行き詰まってしまうとおもう。

55～65歳未満 福井
大変になると思う。しかし、今さえ良ければいいのではなく、未来を見据えて我慢したり工夫したりしてよりよくなる
ように意識していかなくてはならないと思う。

55～65歳未満 福井 ますます苦しくなりると思います。

55～65歳未満 福井 なるようにしか  ならない

55～65歳未満 丹南
今まで通りのことをしていては生活が苦しくなるのが分かっているので、本当に必要な物か、吟味してくらしを小さ
くしていく予定です。

55～65歳未満 丹南 助け合い、リサイクルできるものをうまく活用して、支出を抑えた生活。

55～65歳未満 丹南 生活の質は下がる。

55～65歳未満 丹南
自然災害への対応が出来ていないので考えていかなくてはと思っている。将来を明るく想像できないので、消費も
増えずますます経済が縮小していくような感じを持っている。

55～65歳未満 丹南 本当に　これから私達の暮らしはどうなるのだろうという不安しかない

55～65歳未満 丹南
戦争や　異常気象など　今後の食糧が　安定して手に入るのか　不安も大きいです。 食べ物を粗末にせずに　暮
らしていきたいです。

55～65歳未満 丹南
自然災害だけは、不運では済まされない。 災害当事者になってしまったら、と考えると、とても再建は無理だし途
方に暮れると思う。 そうなると、保険をしっかり見直す必要があると感じる。

55～65歳未満 丹南 自然災害や物価高騰で暮らし難くなる一方だと感じている
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55～65歳未満 敦賀
災害対策は急務。特に敦賀と嶺北、あるいは滋賀県との道路の防災対策をしっかりしてほしい。2月の大雪や、8
月の大雨の時のように、孤立すると困る。災害対策がされていないと、災害が起きたときに生活が成り立たなくな

55～65歳未満 敦賀 今のところ大きな災害には遭っていないが、この先何があるか心配です。

55～65歳未満 敦賀 ますます厳しくなる

55～65歳未満 敦賀 悪くなる一方。

55～65歳未満 敦賀 このままでは老後が心配

55～65歳未満 敦賀 生活しづらくなる。洪水などによる家屋への被害。

55～65歳未満 敦賀
これから益々きびしくなるのでは・・・。これ以上格差が広がらないよう、お年寄りはもちろんだが、若い世代にやさ
しい、暮らしやすい社会になってほしい。

55～65歳未満 小浜 もっともっと大変になっていくと思う。

55～65歳未満 小浜 夫婦二人だけの暮らしなので、そう大きな影響はないと思っていたが、もう少し質素にしなくては・・・と反省した。

55～65歳未満 小浜 収入が上がらないと対策できない（日々の生活で精いっぱい）。まずは給与上昇を望みます。

55～65歳未満 小浜
今夏の異常気象により野菜や果物の価格が大きく変動しています。消費者にとっては安定した価格が望ましいで
すが、農家の方も大変な思いをされていると思います。できるだけ住んでいる地域でとれたものを消費したいと
思っています。

55～65歳未満 小浜 収入を増やすことはできないので、無駄のない生活をして出費を抑えて生活していくしかない。

55～65歳未満 小浜 賃金が上がらない今、生活していく中で急な支出が発生したとき、苦しくなるのは明らかです。

55～65歳未満 小浜
日本にたくさんある森林の整備をしながら、不要になった間伐材や伐採した枝などで、火力発電できる発電所を増
やして欲しい。安定的な電力供給、緑のダムによる減災、里山の保全などの長期的な展望をもって物価対策や暮
らし向きの安定を考えて欲しい。そうすれば少しずつみんなの生活が良くなってくると思う。

65歳以上 坂井
年金暮らしですが、税金と健康・介護保険料が高いので困っている。今後、ますます暮らしにくい世の中になるの
で販売か、と思います。

65歳以上 坂井 世界の中で、日本全体が貧困になり個人的にも苦しくなるのではないか。

65歳以上 坂井

私は年なので、旅行や外食等が減っても苦にはならないが、小さな孫はかわいそうだと思う。いろんな体験をさせ
てあげたいと思う。でも生活ももっと見直す必要があると思う。孫の服に穴が開いていたのを刺しゅうで飾り穴をふ
さいだら喜んで来てくれた。新しいものばかリがよいのではなく、工夫して使えるものは使うという気持ちも大切だ
と思う。

65歳以上 坂井
自然災害が多くなってとても心配です。いつ自分たちの地域にも降りかかるか心配です。毎日の生活が安心でき
るように準備をしなくてはと思いますが・・・。

65歳以上 坂井
気象以上等自然災害、物価高騰により、くらし向きは悪くなりますが、自分なりに創意工夫して心が貧しくならない
よう維持していきたいと思います。

65歳以上 坂井 悪くなる

65歳以上 坂井
自然災害は、今までの、人間の欲望むき出しの生活から来た天罰かも。災害に対しての日々の備えを重視し、物
価高騰に対しては、本当に必要な物を購入して、お金の使い方を見直すべきでしょう。自然災害、政治の乱れ、疫
病蔓延、宗教界の腐敗、いつの時代もこの４

65歳以上 坂井 商品数が多く、贅沢と思います

65歳以上 坂井 年金生活になっていきます。生活は5年後厳しくなると思います。（パートはやめるので。

65歳以上 坂井
国や県が多少はサポートしてくださっていると考えますが、多かれ少なかれ生活に影響があると思います。やはり
食品の高騰が一番痛手です。

65歳以上 坂井
高齢になっていくので心配。支えてもらえる人が近くにいるとよいなと思う。家族を大切にし、支えあって生きてい
けるとよいな。

65歳以上 坂井 孫が3人いるので将来を心配しています。

65歳以上 坂井 大変な時代になりました。今は、花畑を、収穫しやすい野菜を植えています。自給自足なのかなと思います。

65歳以上 坂井 生活の質が落ち、窮屈な暮らしになる。

65歳以上 奥越 自然災害に対して不安を持っています。大きな災害にみまわれると、暮らしはすごく悪くなると思います。

65歳以上 奥越
人口が減ってくる。子どもを産んで育てていけるように、若い人の状況を良くしないと日本の将来が心配です。自
然災害や地球温暖化、物価高騰など、税金を適正に使い、くらしをよくしてほしい。軍事費を2倍にするより、くらし
をよくする方に使ってほしい。

65歳以上 奥越 今後くらし向きは悪くなる

65歳以上 奥越
災害への避難場所の見直し。建物も古くなっているし、備蓄の点検など、はっきりしておらずあてにならない。避難
しても、古くて二次災害が起こりそうで、怖くてそこには行けない。自警団がどのように活動しているかわからな

65歳以上 奥越 医療費の値上げなどもあり、悪くなる一方です。

65歳以上 奥越 そのようなことがあって物を大切にする方向で

65歳以上 奥越 少しでも節約していきたい。

65歳以上 奥越 節約に徹します。

65歳以上 奥越 だんだん苦しくなると思う。

65歳以上 奥越
生活することが難しく、支出が多くなります。生活の質を落とすことは望まないのですが、今までと同じようにすると
預金を減らして生活することになり、物価高騰に歯止めがかかるように期待します。

65歳以上 奥越 変わらないと思う。

65歳以上 奥越
温暖化によるのかわかりませんが、最近の日本の天気は不安だらけですね。大雨、雷、風、地震、毎日どこかで
災害が起きていて、日本はどうなるのか。これからの若い人は大変な未来ではないでしょうか。、毎日それなりに
心配していますが、高齢者にはどうしようもなく、孫たちの未来が心配です。

65歳以上 奥越 わからないが、世の中の情勢を知り、対処したい。

65歳以上 奥越
覚悟を決めて（不便とか不自由になっても）、どこかで調整していくしかないと思う。くらし向きは良くなる状況には
ならず、困ることになっても我慢してやっていくしかない。
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65歳以上 奥越 くらし向きは悪くなり、生活の質を落とさないといけなくなるのではないのでしょうか。貧富の差も広がるでしょう。

65歳以上 奥越
年金生活だと、収入より支出の方が多くなってしまう。でも今までの蓄えがあり、余裕があるため生活に不安はな
い。改めて、貯蓄をしていてよかったなと思う。くらし向きは、個人差が出てくると思う。若い人達は、中高年の人達
よりしっかりしていてシビアだと思うが、未来に希望を持ってもらえる世の中になってほしい。

65歳以上 奥越 自然災害が多く、生産者の方も被害を受け生活は今より苦しくなるのでは。

65歳以上 奥越
くらしにかかる経費がかさみ、くらし向きは下がると思います。これだけ自然災害が多いと、保険の見直しが必要と
なり、その掛け金も家計に大きく響くように思います。

65歳以上 奥越
自然災害がいつどこで起こるか分からない時代。個々が考えて生活する。いろんな知識を活用して、暮らしが苦し
くても切り替えする生活が第一です。

65歳以上 奥越 生活困窮者やシングルマザーファーザーは大変だと思う。

65歳以上 奥越 格差が広がると思います。

65歳以上 福井
当分くらし向きがよくなるとは全く思えないが、それ以上に自分自身への強い生き方が何より必要と痛切に考えて
いる。

65歳以上 福井 良くはなっていかないと思う。

65歳以上 福井 良くなるとは思えないので、自分なりの対策を考える。

65歳以上 福井
私達の年代は、節約をモットーとして生活してきました。今の若者を見ていると、とても贅沢しているように思いま
す。今まで通りの生活をしていけばどうにか生活できると思っています。ただ、自然災害だけは防ぎようがありませ
ん。その時が来たらどうしたらいいかということは課題です。

65歳以上 福井 先に希望が消えないと感じる人が増え、社会全体のお活気を奪うと危惧します。

65歳以上 福井 損害保険料が高くなったので保障を見直した。

65歳以上 福井
自然災害も大きく頻回になってきており、そのたびに被害を受ける方たちのストレスは多大なもので、高齢の方も
多く、復旧は難しくその上物価高です。くらし向きは次第に悪くなると思います。生活保護を受ける人も多くなり、国
の財政も負担が大きくなり、支援などに影響が出ると、ますますくらしは悪くなる。

65歳以上 福井 もともと節約した生活をしていますが、いろいろ値上しているのでくらし向きは厳しくなると思います。

65歳以上 福井 良くはならない。

65歳以上 福井 食品ロスなど重視する

65歳以上 福井
現在畑で野菜を作っていますが、温暖化のせいか、昔に比べて作りにくくなっているなあと感じています。今後大
きな自然災害が続いていくと、海のもの、山のもの、畑のものと、食べるものがなくなってしまうのでは？不安は増
すばかりです。人間は、便利な生活を得た代わりに大事なものを失っていくのかもしれないですね。

65歳以上 福井 必要性があるものは最小限国から配布されるとよいと思う。

65歳以上 福井 防災食、非常食などの充実度が上がっていくようになるといいなと思う。

65歳以上 福井
NISAを利用して配当を受け取っています。それでも物価上昇を補えるほどではありません。これ以上の値上がり
が続けば、生活全体を見直すことになると思います。

65歳以上 福井 節約して消費を考えなくては

65歳以上 福井 暮らしは厳しくなると思います。

65歳以上 福井 何か災害があった時は、貯蓄がないのでとても不安です。

65歳以上 福井 先行きの暗い世の中になると思います。

65歳以上 福井 想像がつかないが、不安が高くなるばかり

65歳以上 福井
世界各国で自然災害があり、自国を守ることで精一杯の状況になるだろう。政府は、農業・漁業・林業など、生活
に直結した事業を軽んじ、高齢者が多くなった現状では、機会を逃してしまったと思う。食べることに難儀するので
はないかと思います。

65歳以上 福井 ますます暮らしにくくなると思う。

65歳以上 福井 大変なことになるとは思うが、もう年齢も年齢なので、先のことはあまり考えないようにしている。

65歳以上 福井

今夏の異常な暑さ、大雨や自然災害、新聞やテレビ報道を目にするとき、自分がその場にいたら…と思うと、何が
できるのかと不安になります。やがて冬の季節になり、今までにない寒さ・大雪になるのでは・・・と。暖房費の上
昇、古くなった我が家が大雪に耐えられるのか心配です。日本は「春夏秋冬」の式があって大好きでした。地球の
資源が底をつくなんてまだまだ先のことと楽観していたのに、急スピードで迫ってきている。誰か良い知恵を出して
ほしい。

65歳以上 福井 暮らしはとても悪くなると思います。

65歳以上 福井 苦しくなっていくと思う。

65歳以上 福井 不安ですが・・・次世代が特に・・・・

65歳以上 福井 ありのままを受け入れる生活。災害は怖いけど、生活スタイルに変化はないと思います。

65歳以上 福井
世界状態が不安であるが、戦力を増強するべきでない。国民の総生産の100を守り、自然災害等、国民に対して、
もっと予算を使うべきである。葬儀に使用する予算支出は無駄である。

65歳以上 福井 悪くなるのは間違いないと思う。

65歳以上 福井 ますます生活が苦しくなるかも・・・

65歳以上 福井
世界の情勢からみて、あまり期待は持てませんが、一日一日を大事に生活していきたいと思います。身の丈に
合った生活を心掛けています。

65歳以上 福井 もっと厳しくなると思います。

65歳以上 福井
これからのくらし向きはあまり良い方向には行かないと思います。これでもか、これでもか、と上を向かず、本当に
幸せなのか？と考えてほしいですね。スーパーでもいろんなものが並んでいますが、私は安心安全なものをでき
るだけ買うように心がけています。

65歳以上 福井
自然災害は防ぐことはできませんが、被害などを軽減する等の事前の準備や物品の購入などには費用がかかる
こと、また、物価高騰などは収入減となり、どちらにしてもくらし向きは低下していくと考えられます
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65歳以上 福井
この頃の自然災害には非常に心配しております。あちこちで起きる災害、明日は我が身と思っております。災害保
険には、よく相談して今まで以上の保険に入らせてもらいました。家族で温暖化に気をつけ、ものを大切に生活し
ていこうと話し合っています。

65歳以上 福井
フルタイムで働いていた頃に比べると、今は質素になっています。それでも不自由ではないし、年金だけになって
も、今より高齢になりますが、時間に余裕ができるので入ってくる金額に応じた生活ができるかなと思ってます。自
給自足で。

65歳以上 福井 人によって変化のスピードは異なるものの、大方の人たちが苦しくなると思う。

65歳以上 福井
自然災害が増えると農業や産業へのダメージが大きくなり、その分輸入が増え、輸入依存度が高くなる。金持ち
は、より良いもの・おいしいものを求め、そうでない人は安いものを求めてますます輸入が増え、海外依存度が高く
なり、日本はどんどん貧乏になり苦しくなっていくのではないか。

65歳以上 福井 あまり変わらないと思う。

65歳以上 福井

一時、全国民中流社会といわれた頃があったように思います。自然災害も、人がもたらしたもののしっぺ返しかも
しれません。それに伴う物価高騰は、やはり生活するうえでの必需品、贅沢品など、自分のくらしを考えて選択す
るときなのかもしれません。このアンケートも、考えさせられる機械を与えられたように思います。くらし向きも、個
性の時代といえるし、選び方は、人それぞれ、何に重きを置くかで違ってくる気がします。

65歳以上 福井 物が不足したり貧富の差が大きくなるのではないでしょうか。

65歳以上 福井 円安でますます物価高になり、年金も減り貯蓄も減っていくのが心配

65歳以上 福井 だんだん厳しくなる。

65歳以上 福井 わからない

65歳以上 福井 一応揃えてあるけど、なるべく災害がない事を願いたいです。

65歳以上 福井 よくなるとは思えない。

65歳以上 丹南 今の状態が長く続くような気がします。これ以上、悪くならないように願うばかりです。

65歳以上 丹南
くらし向きはだんだん悪くなると思う。自然災害が多くなってきたし、コロナがいつ終息するかわからないし、戦争も
（ロシアとウクライナ）終わらないし・・・。高齢者も増加、世界の温暖化！

65歳以上 丹南 これからが不安です。国は何をしようと考えているのか、わからない。

65歳以上 丹南 2人くらしで高齢なので、今と何も変わらないと思う。

65歳以上 丹南
どこにいても自然災害に遭ったり、物価高騰でますます生活が困難な家庭が増えていくと、人の心もぎすぎすと
なって、争いごと、事件も多くなるのでは・・・。ならないようにと願います。

65歳以上 丹南 外的な要因がくらしに大きな影響を及ぼしても、くらし向きが大きく変わることはないと思う。

65歳以上 丹南 戦争や円安による影響はどうにもならないと思うが、できるだけ早く解決してほしいと思う。

65歳以上 丹南
何でも税金を使ってするのは良いが限りがある。赤字大国に向かっているように思う。大事な税金をよく考えて使
い、赤字を減らしていってほしい。

65歳以上 丹南 高齢者世帯にとって、昔のままの家では災害に対処できない。物価高騰に対して切実なる問題。

65歳以上 丹南
温暖化の影響のせいか、自然災害はいつ起こるかわからないため、保険も考え、なるべく無駄使いは控えようと
思う。

65歳以上 丹南 身近にあることなので、常に予測・備えを意識した生活になると考えられる。

65歳以上 丹南
防災の考えは常に頭の中になりますが、一度にそろえるのは無理なので、徐々にやろうと思っている。災害の保
障。

65歳以上 丹南
なるべく健康に気をつけ自然を大切に生きていこうと思う。生活に困る人、食べられない人たくさんいると思う。自
分達も食べられない時代やってくると思う。

65歳以上 丹南
いつどのような災害があるかわからないですね。私も保険を見直そうかなと考えましたが、自宅も私の代で終わる
ので、もういいかなと考えています。被災地に寄付したり、国の援助がもっとあるといいですね。

65歳以上 丹南 昔の高齢者に比べると生活が苦しくなり、この先が大変だなあと思う。

65歳以上 丹南 だんだんと厳しくなっていくようです。

65歳以上 丹南 いつ自分たちが災害に遭うかわからないので、気をつけて生活していきたいと思います。

65歳以上 丹南 自然相手の農家や子どもがいる家庭は大変と思う。彼らに対する国の援助を望む。

65歳以上 丹南 物価高騰にスライドして年金を上げてほしい。

65歳以上 丹南 自然災害があまりにも多く、これから先のことを思うと不安だらけです。

65歳以上 丹南
今まで災害がなかったところでも、起こりうることがある可能性が大なんだということを認識していなくてはならな
い。

65歳以上 丹南
しっかり温暖化対策をしないといけないのではと思います。いつまでも便利・快適な生活を望んでいてはいけない
のではないかと思います。そして、食料の自給率を上げていかなければ、これからますます大変になるように思い
ます。

65歳以上 丹南 苦しくなる。

65歳以上 丹南
毎年のように気候変動で災害が起こっています。いつ自分に災難が降りかかるかと心配です。若いころは泥出し
のボランティアに行ったこともありますが、もう無理です。もしもの時はボランティアの皆さんのお世話になるんで
しょうね。

65歳以上 丹南 神社・寺へのお布施を考えます。法事も客は呼びませんが、一時間くらいの法要に2万円は高いと思います。

65歳以上 丹南
贅沢の極み。このまま続けると、自然も人間もダメになる気がする。人工的なものが多すぎる。どんな時にでも生
きていける人間を育てるべきだと思う。工夫する力、考える力、体力が必要なのでは・・・。

65歳以上 丹南 なるべく節約。貯蓄を減らさないよう考える。

65歳以上 丹南 生活が不安定

65歳以上 丹南 生命保険、災害保険だけしかありません

65歳以上 丹南 厳しくなると思うが、耐えていくしかない。

65歳以上 丹南 コロナが収束して景気が回復することを願っています。
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65歳以上 丹南 年金生活になっていくので、なるべく質素にを心掛けている。

65歳以上 丹南 国が国民のしあわせのための対策をして、国民も自助努力する。

65歳以上 丹南 格差の拡大

65歳以上 丹南

被災された方々には十分に援助をしてあげてほしいと思っています。今は私が住んでいる場所はまぁ大きな災害
もなくゆったりと過ごしていますが、大きな川も近くにありいつ被災しても不思議ではないと考えています。全国的
に自然災害が増え支援をしなければいけない場所が増えているので、だんだん暮らし向きは悪くなっていくと思い
ます。災害に強い国になってほしいと思います。

65歳以上 丹南
好きな物を買って、自由に生活している。社会活動(ボランティア)もおこなっているので、今のところ、健康に気を付
けて長生きしたい。

65歳以上 丹南

現在すっかり地球はサマ変わりしてしまい、日本では昔の四季折々見られる自然の移り変わりが失われつつあ
り、もう戻ることさえ出来ない程に、こんなにも私達はこの地球を害してしまったんだということがひしひしと骨身に
沁みる思いです。このまま生活に便利なモノどころか、生きるために必要な物さえ手に入れることが困難な状況に
至るかもしれないという危機感は根拠ありでしょうか。そうなった時の大きなショックに対応出来るよう、覚悟して生
活して行くためにも英知を学んで暮らすことが重要かと思えます。

65歳以上 敦賀
公的援助、ボランティアに頼らなければならないだろうと考えています。考えられる災害（川が近いので反乱）を想
定しての備えを充実しなければと思ってます。買い物は、余るほどは買わないよう考えています。

65歳以上 敦賀
私たちはこれまで災害らしいことを体験してこない幸せな人生でしたが、エネルギーは生活に必須なので、安心・
安全なエネルギーを望みます。

65歳以上 敦賀 年金も減らされ、生活苦になる。

65歳以上 敦賀
年金は減り、介護保険料や医療費の増加は致し方なく、ますます暮らしにくい社会になっていきます。政府の強い
対策を望みます。

65歳以上 敦賀
夫婦が高年齢になり年金生活者になるので、今までのような暮らしはできなくなるのが不安。医療費が増えてくる
と思うし、買い物は減らしていくと思う。車も一人一台づつだが、一台にする予定。くらしは悪くなると思う。

65歳以上 敦賀
これからますます暮らしにくくなると思う。自然災害が世界中で発生していて怖い。これからもなくなることはなく、
増えるのではないかと思うので、孫たちが生きる世界はどんなだろうと思う。せめて、二酸化炭素削減を心がけた
い。

65歳以上 敦賀 年金生活者には厳しいです。給与生活者も給料が上がらないと当然苦しくなります。政府の対策を希みます。

65歳以上 敦賀 災害が多くなると食料自給率が下がり心配だ。

65歳以上 敦賀
一言で言って厳しい。入ってくるお金より出ていく方が大きいように思う。貯蓄どころではない。節約精神が大き
い。物が売れなくなるのでは。

65歳以上 敦賀
益々厳しくなってくると思います。これだけ災害が多いとかけている保険もきっと値上がりし、保障も低くなるように
感じます。

65歳以上 敦賀 最近、自然災害に恐怖を感じています。保険も掛けていくのが大変になるので困ります。

65歳以上 小浜 ますます厳しくなる。

65歳以上 小浜 生活しにくくなると思う。

65歳以上 小浜 昭和生まれなのでどんなことでも耐えてきましたが、今は何でも電化された時代なので、先のことが心配です。

65歳以上 小浜 私にはわかりません。なるようになります。

65歳以上 小浜 生活しにくくなる（苦しくなる）

65歳以上 小浜
年金生活者なので安いものに目が行きます。でも、口にするものは生産地（輸入先）にこだわり、安心できるお店
で、と思っています。被服費も控え、図書館を利用し読書。少しでも時給を、と畑を作る人が増えたらいいなと思い
ます。

無回答 福井 2年前に妻が死亡し保険金が入ったので、物価が高くなっても生活費に関しては影響を感じない。

無回答 丹南
将来が不安になってしまっているので、自然災害の時の備えや、上手に節約などをして、少しでもいつも通り楽し
める生活にしたいです。

無回答 小浜 我慢の生活になります


